
207

我が国における雇用形態間の 
賃金格差に関する法理

大石　真子 
（内藤研究会 4年） 

橋本　友幸 

橋本　裕里 
（内藤研究会 3年）

Ⅰ　序　論
Ⅱ　賃金格差救済法理の模索
 1　同一労働同一賃金原則の公序性
 2　パートタイム労働者の賃金格差救済法理
Ⅲ　「均等」「均衡」概念の登場
 1　丸子警報器事件判決
 2　均等待遇原則の公序性の検討
 3　均衡処遇を求める学説の登場
Ⅳ　現行法における法的救済の可能性
 1　差別的取扱いの禁止規定
 2　不合理な労働条件の禁止規定
 3　均衡処遇の考慮規定
Ⅴ　EUにおける賃金格差是正の法理
Ⅵ　結　語

Ⅰ　序　論

近年、「同一労働同一賃金」原則が頻繁に議論されている1）。背景には、非正

規労働者の待遇の低さがある2）。日本において、1990年に労働者の約20％だった

非正規労働者は3）、1990年代以後の長期の経済停滞の影響を受け、2015年までに
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約40％弱に倍増した。非正規労働者はこれまで女性パートタイム労働者やアルバ

イトが中心であったが、近年、①常用雇用・基幹化の傾向がみられること、②男

女問わず、特に若年層での非正規労働者割合が上昇傾向にあること、③契約社

員・嘱託や派遣労働者が増加する傾向にあること等の特徴が指摘されている4）。

しかし、その処遇については賃金や教育訓練、福利厚生等について両者の間に格

差があり、正規労働者の賃金を100とすると、正社員・正職員以外の賃金は、

63.9という現状がある5）。諸外国の賃金格差6）は、イギリス（2014）71.4、ドイツ

（2010）79.3、フランス（2010）89.1、イタリア（2010）70.8、オランダ（2010）

78.8等であり、日本の賃金格差の深刻さが窺える。また、正社員として働く機会

がなく、非正規雇用で働いている者（不本意非正規）の割合7）は、非正規雇用労

働者全体の16.9％（平成27年平均）であり、一刻も早い待遇格差是正が求められ

ている。

ところで、「同一労働同一賃金」原則とは何を意味するのであろうか。国際的

には、同一労働同一賃金原則とは、男女間の賃金決定原則として展開してきた。

1919年発効のヴェルサイユ条約に端を発し、1951年には ILO100号条約として「男

女同一価値労働同一報酬条約」が発効された。これは、同一労働についている男

女労働者に同一報酬を支払うことはもちろん、仕事は違っても同一価値の労働に

ついている男女労働者に同一報酬を支払い、性による差別のない報酬率の確立を

義務付けた条約であり、どのような賃金形態、雇用形態であってもすべての労働

者に適用されるものである8）。これを受けて EUでは、人権保障の観点から、主

として性別など個人の意思や努力によって変えることのできない属性等を理由に、

ある労働者が、他の労働者と比較して、同一の労働をしていると認められるにも

かかわらず、他の労働者より低い賃金の支払いを受けている場合には、他の労働

者と同一の賃金の支払いを使用者に義務付ける原則であると解されている。ただ

し、同一の労働をしている場合であっても、客観的理由があれば賃金格差は容認

されうるという9）。

我が国においても、ILO100号は1967年に採択された。その趣旨は労基法 4条

に規定されているため新たな立法措置は必要ないというのが日本政府の立場で

あったが、現実には裁判により男女間の賃金格差の問題が争われてきた10）。なお、

「同一価値労働同一賃金原則」と「同一労働同一賃金原則」は異なる概念である。

同一価値労働同一賃金原則に従うと、比較対象者との職務が異なる場合であって

も、両者の労働の価値が同一と認められれば、同一の賃金の支払いを求めること
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ができる。本稿ではこれらの概念を区別しているが、歴史的にみれば同一賃金原

則や同一価値労働原則の含意は変化してきたこと、主張者の利害と関わってその

含意は異なっていること11）を考慮して、本稿においては、引用箇所などを除き

「同一労働同一賃金原則」と表記する。

現在は、同一価値労働同一賃金原則は、男女の賃金差別禁止の範囲を超えて、

より普遍的なルールになりつつある12）。世界全体に妥当すべき基本的人権を高ら

かにうたいあげた世界人権宣言は、「すべて人は、いかなる差別も受けることな

く、同一の労働に対し、同一の報酬を受ける権利を有する」と規定している。国

際人権規約・社会権規約（A規約）はそれを受けて、すべての労働者に、「公正な

賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬」を受ける権利

を保障すべきことを定めた。日本はこの社会権規約も1979年に批准している。

正規・非正規労働者間の賃金格差については戦前から議論がなされてきたが、

このような賃金差別を違法とした判決は、1996年の丸子警報器事件13）が最初で

あった。同判決では、 2か月の雇用期間を更新し、長い人では25年以上継続して

いる女性臨時社員と、同じ業務を行っている女性正社員との賃金格差は、使用者

に許された裁量を逸脱し、公序良俗違反となると示された。その後、短時間労働

者の雇用管理の改善等に関する法律（以下、パート法）の改正や労働契約法（以下、

労契法）の制定がなされたものの、雇用形態間における格差は縮まらない一方で

ある。

このような状況のなか、平成28年 1月に開かれた一億総活躍国民会議にて、安

倍首相が同一労働同一賃金の実現が重要課題である旨の発言をしたことなどを受

け14）、厚生労働省内に「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が設置され、

同年12月に政府は正規労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規労働者（有期

雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者）の不合理な待遇差をなくす「同一

労働同一賃金」実現のための指針案を示した15）16）。本指針案は、いわゆる正規労

働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が

不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したもので

ある。厚生労働省は検討会において以下のように説明した。同一労働同一賃金に

ついては一般に同じ労働に対して同じ賃金を支払うべきであるという考え方を意

味するが、「同じ労働」についてはさまざまな考えがある。我が国における同一

労働同一賃金に関する法制度の中心的な規定は「均衡処遇」に関する規定である

パート法 8条と労契法20条に加えて、「均等処遇」に関する規定であるパート法
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9条があるとした17）。「均衡」「均等」とは非常に曖昧な概念であるが、それらは

雇用形態間の賃金格差の是正につながるものなのだろうか。本稿においては、こ

れまでの雇用形態間における賃金格差の救済法理について、パートタイム労働者

の問題を中心に検討し、同一労働同一賃金の実現に近づくために残された課題を

明らかにする。

Ⅱ　賃金格差救済法理の模索

1　同一労働同一賃金原則の公序性

雇用形態の違いによる賃金格差については、「臨時工」18）と通常の職工の間に

おける問題として、すでに戦前から論じられた。通常の職工と同じ労務給付をし

たならば、黙示の契約が成立したとみるべきであるとして、契約の解釈により同

一価値労働同一賃金原則を肯定しようとした論もみられた19）。しかし、当時はこ

のような解釈を裏付ける実定法規が存在していなかったため、その理論構成は困

難を極めていた20）。

戦後には、労働法制が整備されたことから、実定法上の差別禁止規定を直接的

に活用するアプローチが議論された。当時の労働法制下においては、賃金の決定

について、国籍・信条・社会的身分に基づく差別（労基法 3条）、性に基づく差別

（労基法 4条）、労働組合への加入による差別（労組法 7条）のみが禁止された。な

かでも、均等待遇原則を明文化した労基法 3条については、同条の「社会的身分」

に臨時工たる身分も含まれるのか否かが議論された。臨時工がこれに該当するの

ならば、かかる賃金決定は同条に違反し、正規労働者との賃金格差は違法な賃金

差別として救済の対象となる。これについて、かつては、同条の「社会的身分」

は臨時工を含む概念であり、非正規労働者に基づくことによる差別は 3条違反を

構成すると主張されていた21）。一方で否定説も積極的に唱えられ22）、今日におい

ては、「社会的身分」とは、合意や意思を媒介としないで生じた地位ないし身分

と考えられている。したがって、労働契約により生じた臨時工やパートタイム労

働者という地位は、同条の社会的身分には当たらない23）。

上記のような差別禁止規定を直接的に活用する法理を模索する方法とは違い、

「公序」として同一労働同一賃金原則を肯定する学説が1950年代後半に発表され

た24）。青木博士は、男女間の同一労働同一賃金原則を規定した労基法 4条は当然

に男子間差別をも禁止する主旨であり、臨時工の賃金差別は同条違反に当たるこ



211

とを説いた。その他の労働条件についても、臨時工ということのみで差別するこ

とは、労基法 3条に反するものであり許されないとした。そして、このような法

理の適用が難しかったとしても、その考えを基本として考えれば、臨時工という

理由のみで差別することは、公序良俗違反に該当するのではないか、と主張した

のである。同学説に対しては、労基法 3条・ 4条が直接的には臨時工と本工との

賃金格差に適用されないとしても、これらの規定の精神から賃金格差は公序良俗

違反であり無効であると、救済を肯定しようとする説が続いた25）26）。

他方で、救済否定説からは、救済肯定説の理論構成自体は完全に否定しないも

のの、我が国の経済組織と法感情からは救済が難しいとされた27）。また、経済成

長に伴う臨時工の労働条件の改善を反映し、問題解決は労働者の組織力に委ねる

べきであるとの主張もなされた28）。しかしながら、1960年代半ばより臨時工は減

少し、臨時工をめぐる議論そのものが沈静化した29）。これらの議論は決着を迎え

ぬまま、パートタイム労働者をめぐる賃金格差の問題として引き継がれることと

なる。

2　パートタイム労働者の賃金格差救済法理

1960年代の経済の高成長期から1970年代の低成長期にかけて、企業は一般に従

業員の削減を中心とする合理化をおしすすめてきた。その中でとくに目立った現

象は、本工、正規社員あるいは中高年労働者を削減して、臨時雇、パートタイ

マー、下請派遣労働者などのいわゆる不安定雇用労働者を導入したことである30）。

非正規労働者は、パート・アルバイトを中心として1970年代後半から増加し、

1985年における「非正規の職員・従業員」の「雇用者」に占める割合は、16.4％

であった31）。非正規労働者の賃金は時間給であって、正社員の時間あたりの給与

額より低く設定され、勤続による上昇が少なく、一時金も少なく、退職金がまっ

たくまたはほとんどないといった、正社員とは明確な格差のある待遇を与えられ

るのが通例であった。他方、それら非正規労働者は、長期雇用システムのなかで

勤務地・残業・責任などにつき正社員に課される負担を避けて、当該雇用形態を

任意的に選択しているものが大多数であった32）。

しかしながら、当該雇用形態の選択は「主婦の低賃金労働者化を意図的にすす

めてきた政府や資本側の政策の所産」33）であることに注目した本多博士が発表し

た論文を契機として、パートタイム労働者をめぐる同一労働同一賃金原則の論争

は一気に本格化することとなる。本多博士らの主張する救済肯定説の主張は、次
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のようなものである。まず、同一労働同一賃金原則を法規範として肯定したこと

により、これに違反する労働契約は憲法および労基法の定める公序に反し無効と

なる。そして、パートタイム労働者は労基法13条により正社員の従業員と同額の

賃金請求権を得る、あるいは不法行為として差額賃金分の損害賠償を請求できる

とした34）。他方で、日本には同一労働同一賃金原則を肯定する社会的経済的基盤

はなく、賃金決定に関する法規制は、最低賃金と差別禁止規定のみを予定してお

り、それ以外は労使の集団的自治、あるいは契約の自由にゆだねられるべきであ

るから賃金格差が違法でないとする救済否定説も主張された35）。

このような状況のなかで鈴木博士は、著しく不合理な差別については救済しよ

うとする学説を提唱した36）。まず、パートタイム労働契約はパートタイム労働者

の需要に応じる役割も果たすことから、契約自体には合理性があるとした。さら

に、我が国の給与体系の現況からすれば、職務、能率、資格、技能、勤続・経験

年数、企業貢献等の差異に基づく格差について合理性を否定することはできない

とする。そのうえで、一般労働者との間に著しく不合理な差別が設けられている

と判断される場合には、憲法14条、労基法 3・ 4条、民法90条等により、その差

別は違法・無効とされ、無効となった契約部分を労基法13条により処理するのが

穏当だと主張された。当初救済肯定説の中心であった本多博士は、鈴木博士の論

文を受けて自らの説を修正する論考を発表した37）。我が国においては同一賃金原

則を厳密に適用するには未だ社会的基盤が十分に熟していないことを考慮したう

えで、正規労働者とパート労働者が同等の職務に従事しているにも関わらず時間

あたりの賃金にあまりにも大きな格差があるときは、それは著しく不合理な差別

であり、公序違反であるとした。すなわち、同一労働同一賃金原則の弾力的運用

を提案したのである。

さらに、我が国においては、同一労働同一賃金原則ではなく「同一義務労働同

一賃金」の原則が妥当であるとする学説も登場した。水町教授は、分析によっ

て38）、「低拘束性」という要素だけが我が国のパート低賃金を合理化・正当化し

うる固有の根拠たりうることを明らかにした。そして、同一義務労働を、労働の

量と質、企業との拘束度39）から評価し、義務が同一であると認められる場合に

は同一賃金が支払われなければならないと主張した。

以上のように、1980年代から1990年代前半にかけては、同一労働同一賃金を公

序として認める見解は、厳密な意味での同一労働同一賃金原則を主張せず、年齢

や勤続年数などによって、ある程度の格差が生じることを認めるようになった。
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他方で、同一労働同一賃金の公序性を否定する見解も、一定の場合に賃金格差が

違法となることを承認するようになり両者の立場は接近してきた40）。その背景と

しては、パートタイム労働者特有の事情である、主として家庭責任をもつ女性労

働者により構成され、その労働形態も労働者自身の希望によるものである場合が

多く、業務内容や業務上の責任も正社員とは異なる処遇を受けているという実態

が考慮されたことがあるのではないだろうか41）。

ところで、1993年にはパートタイム労働法が制定された。当時は、パートタイ

ム労働者について主要な労働政策上の問題点は、企業の雇用人事管理が不十分で

あることが主なものであったため、パートタイム労働者に関する労働条件を明確

化する観点から規定が設けられた42）。なお、第 3条においては、「就労の実態と

通常の労働者との均衡43）を考慮して」必要な措置を講ずるよう努めるものとす

ると規定された。しかし、「指針」44）では、「事業主は、短時間労働者の賃金、賞

与および退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮し

て定めるように努める」として通常の労働者とパートタイム労働者との「均衡」

を図ることが事業主の努力義務として定められているにすぎない。所定労働時間

が通常の労働者とほとんど同じである、いわゆる疑似パートについても、通常の

労働者として「ふさわしい処遇」をするように努める旨にとどまっていた。

Ⅲ　「均等」「均衡」概念の登場

前章で検討したように、臨時工の待遇格差問題から始まった雇用形態間格差の

救済にあたっては、パートタイム労働者に問題の対象が移ったのち、当時のパー

トタイム労働者の持つ特殊性を考慮してか、厳密な同一労働同一賃金原則を求め

るのではなく、ある程度の格差が生じることを認めるような学説の動きがあった。

そのような状況下で、初めて正面から同一（価値）労働同一賃金原則が法規範と

して存在しているのか争われたのが丸子警報器事件判決である。同判決で均等待

遇の理念に公序性を認めたことにより、学説は大きな転換を迎えることとなる。

1　丸子警報器事件判決

1996年に「均等待遇」の理念という新たな概念を用いて救済を図ったのが、丸

子警報器事件判決45）である。同事件は、自動車警報器の製造・販売を業とする

被告会社 Yに「臨時社員」として雇用される既婚女性28名の原告 Xらが、勤務
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実態は正社員とほぼ同じであり「臨時社員」たる地位は名目的であるにもかかわ

らず、年間50万～110万円の賃金格差があるのは違法であるとして不法行為に基

づく損害賠償請求を行ったものである。Xらは二月の雇用契約期間を反復継続し

ており、長い者は27年にも及んだという。正社員は年功序列性であるのに対し、

臨時社員は日給額をもとに計算していたことから、勤続年数が長くなるほど賃金

格差が大きくなる実態があった。Xらは、労基法 4条で禁止する男女差別にあた

ること、労基法 3条で禁止する「社会身分による差別」にあたること、同一（価

値）労働同一賃金原則という公序良俗に反することを主張した。

まず、労基法 3条違反について裁判所は、同条に定める社会的身分とは「自己

の意思によって逃れることのできない社会的な分類」を指すから契約上の地位で

ある臨時社員と正社員の区別はこれに当たらないとして退けた。そして、労基法

4条違反についても、「臨時工に中高年の主婦のみを採用し、男性または未婚女

性を採用しないことには合理的理由がない」としながらも、これは Xらの差別

の問題ではなく、「女性であるが故に不利益な取り扱い」を受けたとは言えない

ことから、性による差別についても否定した。その後の待遇における男女差別の

問題は雇用形態間における賃金格差の違法の問題であるとした。

次に、同一（価値）労働同一賃金原則については、労働関係を規律する一般的

な法規範として存在していると認めることは出来ないし、我が国の年功序列的賃

金体系や、労働価値の同一性の客観的評価が困難であることを理由に公序として

も存在しないとした。しかし、「労基法 3、 4条の根底には、およそ人はその労働

に対して等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在していると

解される。それは言わば、人格の価値を平等と見る市民法の普遍的な原則と考え

るべきものである」と述べ、「賃金格差が現に存在しその違法性が争われている

ときは、その違法性の判断にあたり、この原則の理念が考慮されないで良いわけ

では決してない」とされた。したがって「同一（価値）労働同一賃金の原則の基

礎にある均等待遇の理念は、賃金格差の違法性判断において、ひとつの重要な判

断要素として考慮されるべきものであって、その理念に反する賃金格差は、使用

者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、公序良俗違反の違法を招来する

場合があると言うべきである」ことから、本判決においては、原告らの賃金が同

じ勤続年数の女性社員の 8割以下となるときは許容される賃金格差の範囲を明ら

かに超え、その限度において被告の裁量が公序良俗違反として違法と判断された。

この判断については、最も重要な労働内容が同一であること、一定期間以上勤
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務した臨時社員については年功という要素も正社員と同様に考慮するべきである

こと、被告において同一（価値）労働同一賃金の原則が公序ではないということ

のほか賃金格差を正当化する事情を何ら主張立証していないことが考慮された。

本判決においては、使用者の裁量から正社員の 8割を超える部分のみを違法と

したことから、従来のような正規労働者と同等の待遇を保証する救済を肯定する

か否かというオール・オア・ナッシングの解決策ではなく、比例的な救済をはか

る法理論がその後模索されることとなった46）。

2　均等待遇原則の公序性の検討

浅倉教授は同一（価値）労働同一賃金原則の公序性を否定する必要はないとい

う立場である。しかし、従来の救済肯定論に沿って同原則の法規範成を認めつつ

も、日本の賃金体系の実情に同原則がそぐわないとの救済否定論の批判に対応す

る形で、均等待遇原則の「公序」を肯定し、格差の正当化の余地を認めた47）。ま

ず、すべて人間は個人として尊重され、「人間の尊厳に値する生存」を保障され

るが、労使関係の場においては、労働者であるがゆえに、人間として当然保障さ

れるべき人格の尊重や市民的自由が制約されがちであることを指摘した。そのう

えで、均等待遇原則は、労働者の失われやすい人格の尊厳性と自由をすべての労

働者に対して平等に、かつ具体的に保障することを意図して、使用者による不当

な差別を禁止する意図を持つのであり、「公序」として存在しているのだという。

そして、同一労働の評価要素としては、「年齢、学歴、勤続期間や企業貢献」と

いった職務や能率以外の側面を挙げている。山田教授は「職務内容・責任・技能」

を同一労働の要素として挙げた点に違いがあるが、ほぼ同旨と言えよう48）。

また、労基法の二面的解釈49）を認め公序性を肯定する説もある50）。この説によ

れば、憲法14条、労基法 3、 4条の二面的解釈より使用者の平等的取扱い義務が

認められ、同義務は契約上の義務として労働者の履行請求権も根拠付けるとして

いる51）。

しかしながら、1998年に菅野博士および諏訪博士によって、丸子警報器事件判

決に否定的な論文が発表され52）、議論が巻き起こされた。同論文は、非典型労働

者の均等待遇の問題には非正規労働者・正規労働者間の差別としての側面と性差

別の問題としての側面があることを指摘しつつ、大陸欧州には二重の規制が存在

するが、アメリカには両方とも規制がないことを示した。そこから、非典型労働

者の均等待遇は労働市場の欧州的構造とその規制に関する欧州的考え方に基づく
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法政策であって、普遍的な法原則とまでは断定しがたく、また間接差別概念によ

る性差別の観点からの規制も普遍的ではないとした。したがって、均等待遇原則

につき、現行法上その法規制は一定事由に限定されているうえ、パートタイム労

働についての均等待遇原則は、男女間の均等待遇のような人類の普遍的人権原理

とまでは言えそうになく、労働市場の柔軟性と社会的公正さについての考え方に

よって異なる各国の労働市場政策の問題であるから、公序と考えるべき性質では

ないと主張した。

これに対しては、救済肯定の立場を採る論者から批判を浴びることとなった。

例えば西谷博士は、均等待遇原則を欧州における産業別労使関係に基礎を置く職

種別賃金制度と直結させて理解し、それを特殊欧州的発想と相対化するのは早計

であると指摘した。その理由として下記三点を挙げている53）。第一にヨーロッパ

には普遍的な平等原則が存在し、その具体化を推進してきた労働運動の意識的な

努力にこそ注目すべきであること、第二に、パートとフルタイムの均等扱いは必

ずしも同一価値の労働を前提としているわけではないこと、第三に同一価値労働

同一賃金原則は近年広く国際社会における普遍的原則の性格を強めていることで

ある。ただし、菅野博士・諏訪博士は、いわゆる疑似パートの低い労働条件の放

置を認めているわけではなく、労働政策だけではなく、税制、社会保障制度など

にわたった立案の必要があることを主張している。

その他には、均等待遇原則を、社会的差別との禁止とは異なる、雇用関係にお

ける「相対的限定的公序」であると位置づけ、他の原理や原則との調整を予定す

るものとしたうえで、企業組織への参加を根拠に信義則から使用者の平等取扱義

務ないし均等処遇義務を構成するとする学説が登場した54）。信義則より付随義務

としての平等取扱義務を構成することは、合理的な理由のない労働条件の格差を

排除することになる。そのため、丸子警報機事件のように、労働条件に関して一

定の格差が生じることを排除しないという。また、救済方法についても、公正な

評価義務や格付け義務の構成も可能となるため、差額賃金請求権や格付け請求を

導くことができる。立証責任の問題に関しても、格差の存在が主張される限り、

使用者が合理的な格差であることを立証すべき義務を負うことになるので、労働

者側の負担軽減にもつながるとのメリットがある。

3　均衡処遇を求める学説の登場

前節で検討したような同一価値労働同一賃金原則や均等待遇原則に何等かの形
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で公序を認め、救済を図ろうとする学説とは違い、土田教授は「均衡待遇」概念

という新たな説を唱えた55）。パート法旧 3条56）が、使用者を名宛人として、パー

トタイム労働者の「就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して」57）、適正

な労働条件の確保などを図るために必要な措置を講じ、パートタイム労働者が能

力を有効に発揮できるように努めることを規定していることに着目して、「均衡

の理念」58）に公序性を認めた。そして、使用者がそれに違反して著しい賃金格差

を設け、かつその格差を放置している場合にはかかる賃金格差は公序違反を構成

するものである59）。「均衡の理念」は、パートタイマーと正社員との違いを認め

つつ、これを均衡（バランス）のとれたものとすることによってパートタイマー

の適正な労働条件を確保することを目的としており、パートタイマーの労働契約

の適正な運営に関する重要な理念を意味する。そして、「均衡の理念」がパート

タイム労働の基本理念を形成する以上は、それに著しい労働条件格差や雇用上の

差別を違法とする私法上の根拠としての意義があると述べている。「均衡の理念」

によれば、パートタイム労働者と正社員の責任・拘束度を理由とする処遇格差は

許容されるが、同時に、その格差は合理的な範囲内のものでなければならない。

同理念は、努力義務ではあるが、それが公序を構成し、不法行為法上の違法性を

基礎づけることは妨げない。こうして、パートタイム労働者が労働の量・質の両

面で正社員と同一労働を提供しているのにもかかわらず、社会的に見て許容され

ないほどの著しい賃金格差が生じた場合は、「均衡の理念」が設定する公序違反

として不法行為が成立する60）。

このような救済法理はパートタイム労働法旧 3条だけではなく比例的救済を認

めた丸子警報器事件判決からも大きな影響をうけているとみることができる。し

かし、その比例的救済の内容は同判決が述べるものとは異なるようである61）。な

ぜなら、同判決は均等に扱うための諸要素の判断に幅がある以上「使用者の裁量」

も認めざるを得ないとして私的自治を理由に比例的救済を認めているが、土田教

授が基本的に提示しているのは均衡が保持される限度でのみ救済が認められるこ

とだからである。

ところで、1990年代はじめのバブル経済崩壊後、企業は経費調整弁として柔軟

に雇用調整ができる非正規雇用労働者を増やし、非正規雇用の全労働者に占める

割合は20.9％に至った62）。その時期に出された正社員と非正規労働者との賃金格

差に関する裁判所の判断は、両者の賃金格差を是正する方向にあるとは言い難

い63）。たとえば、内務嘱託社員と一般職正社員との賃金格差を争った興亜火災海
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上保険事件64）は、業務内容、予定された雇用期間、採用基準・手続、採用後の

教育研修の内容・程度、期待する業務内容の範囲及びこれに伴う責任、時間外労

働や異動に対する処遇方針等の社員としての地位・権限・責務に関する差異に照

らし、両者の賃金格差に格別の不合理な点はないと判断した。また、日本郵便逓

送事件65）は、正社員と臨時社員との賃金格差は契約自由の範疇の問題であると

して、雇用形態の差に基づく賃金格差を違法とすることはできないと判断した。

長期雇用を前提に採用される正社員と短期的な需要に基づき採用される期間雇用

社員とでは将来に対する期待などの点で異なるため、それを反映した賃金制度が

異なることを不合理ということはできず、労基法 3条、 4条も雇用形態の差異に

基づく賃金格差までを否定する趣旨ではないと解されること等から、同一労働同

一賃金原則は一般的な法規範として存在しているとは言い難いと示された。

そのような状況の下、2002年に公表された厚生労働省設置の「パートタイム労

働研究会」による最終報告66）はその後のパート労働政策の基盤になるものであ

り、内容面においても貴重な提言を行っている67）。報告は、「主に男性が若年、

壮年の時期に集中的に働いて産業社会や家計を支えた時代から、女性も高齢者も

含め、より幅広い社会構成員がそれぞれのライフスタイルに合わせてゆとりを

もって働く時代に大きく変化」しているという認識に基づき、「部分的にパート

の処遇改善をすればいいということではなく、フルタイム正社員の働き方や処遇

の在り方も含めた雇用システム全体の見直しが必要」であると提言している。そ

して、パートタイムかフルタイムかにかかわらず、できるだけ統一的な雇用保

障・処遇を行う連続的な仕組みを形成すべきだ、という見解を打ち出している。

同一労働同一賃金原則については、職務と賃金がリンクしていることの多いヨー

ロッパのような意味での「同一価値労働同一賃金」が日本において公序になって

いるとはいいがたい、とまとめた。そのうえで、日本における格差是正制度の在

り方は、日本の実態にあった日本型均衡処遇ルールが妥当だとしたうえで、法制

の内容については、「均等処遇原則タイプ」と、「均衡配慮義務タイプ」の 2つの

方向性を示した。「均等処遇原則タイプ」とは、事業主に対し労働時間の長短に

よる合理的理由のない処遇格差を禁止するものであり、これに対し「均衡配慮義

務タイプ」とは、事業主に対して労働時間の長短による処遇の格差について均衡

に向けた配慮を義務づけるものである。このような方向性を持ち、2007年には

パート法が全面的に改正されることとなる。
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Ⅳ　現行法における法的救済の可能性

1　差別的取扱いの禁止規定

パート法に関しては、改正前は行政指導のための根拠規定が主であり、労働条

件に関する規定は 3条・ 6条のみであったことが課題として挙げられていた68）。

2007年に新たに 8～12条が設けられたことで労働条件の重要な部分をカバーする

こととなり、行政指導の根拠規定に過ぎなかったパート法が「労働契約の法」の

体裁を整えるようになった69）。

2007年改正の目玉は、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する差

別的取扱いが禁止された（ 8条）ことであった。「通常の労働者と同視すべき短

時間労働者」とは、①業務の内容とそれに伴う責任の程度（職務内容）が通常の

労働者と同一であり、②雇用期間に定めがない労働契約を締結していて、③当該

事業所における慣行その他の事情からみて、雇用関係の全期間において、職務の

内容および配置が通常の労働者と同一の範囲で変更される見込みがある労働者を

指しており、賃金、教育訓練、福利厚生施設などについての差別が禁止された。

8条に関しては、均衡処遇の努力義務にすぎなかった従来の法 3条に比べると大

きく改善し、丸子警報器事件の事例も、改正法 8条 1項の「通常の労働者と同視

すべき短時間労働者」の賃金差別として無効となると解される70）。一方で、「通

常の労働者と同視すべき短時間労働者」の 3要件が厳格であり、全体のパートタ

イム労働者の約 4～ 5％しか要件を満たさないとされる71）ことから、実効性に

疑いがあり、パートタイム労働全体の雇用の質向上には繋がらないとの評価で

あった72）。

そこで2015年にパート法が再度改正され73）、正社員との差別的取り扱いが禁止

されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大された（新 9条）。これにより、旧

8条にあった 3要件のうち、「無期労働契約を締結している」との要件が削除と

なり、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材

活用の仕組みが正社員と同一であれば、差別的取扱いが禁止されることとなった。

2007年改正パート法旧 8条違反および同条に基づく法的救済が求められた初め

ての事案は、ニヤクコーポレーション事件74）である。比較対照すべき同一職務

の正社員がいなかった京都市女性協会事件75）に対し、本件では「貨物自動車運

転手」という職務に正社員と原告 Xら準社員が混在しており、比較対照が可能
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であった点に違いがあり、パート法 8条の適用およびその法的救済のあり方が直

接的に問われた76）。原告 Xは、運送事業等を営む被告会社で貨物自動車の運転手

として準社員として勤務し、正社員と同じ職務に従事し、勤務時間・日数もほぼ

同一であり、転勤・出向などの待遇も実質的には同じであった。しかし、賞与、

休日賃金、退職金などの正社員との処遇の差があることは、パートタイム労働法

旧 8条 1項違反であるとして、正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地

位にあることの確認及び差別的取り扱いによる不法行為に基づく損害賠償を請求

した77）。本事案は、基本給ではなく、賞与、休日賃金、退職金について救済が求

められている点、および、職務内容の同一性には争いがなく、人事異動の有無・

範囲の同一性が具体的な争点となった点がこれまでの裁判例と異なる78）。

本判決では、Xの職務が正社員の職務と同一であることを前提としたうえで、

パート法 8条 1項の条文に即して、①事業の内容及び当該業務に伴う責任の程度

が同一であること、② Xの締結する有期労働契約が期間の定めのない労働契約

と同視することが社会通念上相当と認められること（パート法旧 8条 2項）、③そ

の職務の内容及び配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されると見込まれるこ

と（以下、人事異動等の有無・範囲の同一性）を認定している。そして、それにも

かかわらず合理的な理由のない差別的取り扱いが、賞与、週休日、退職金に関し

て行われていることを認め、パート法旧 8条違反が成立すると結論づけている。

本判決で最も大きな争点となったのは、③人事異動等の有無・範囲の同一性で

あった。この点につき、本判決は、本件正社員と準社員としての間には全体とし

てみると、転勤・出向、昇進等の点でそれぞれ違いが少なくはないが、正社員の

中でもそれらの数は非常に少ないこと、近年は正社員でも九州管内での転勤・出

向はないこと等の事情を勘案して、人事異動当の有無・範囲についても同一のも

のと見込まれると判断している。すなわち、この要件の充足性を実質的に捉え、

両者の間に少しの違いがあったとしても実質的な違いがあるといえるような大き

な違いがあるかという観点から、柔軟な解釈をしているのである。この判断につ

いては、私法上の可否を問題としているものだから厳格な解釈をする必要はなく、

実態に応じて柔軟に解釈することは同規定の趣旨79）にも沿うものであるとして、

適切であると評価を受けている80）。しかしながら、本件のような比較対象正規労

働者が同一職務に存在しない場合には救済を図れない恐れもあり81）、その点につ

き今後検討すべき課題である。
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2　不合理な労働条件の禁止規定

パートタイム労働法は、「通常労働者と同視すべき短時間労働者」についての

差別的取扱いの禁止規定を定めたが、その適用を受けるパートタイム労働者は非

常に限定されるという問題を抱えていた。そこで、そうした問題点への反省を踏

まえて、有期契約労働者の労働条件格差是正のための法規制を労働契約法の改正

により新たに導入する際には、不合理な労働条件の禁止という法規制の手法が採

用されることとなった82）。非正規労働者の多くが有期雇用契約を締結している実

態を考慮すると、正規労働者と非正規労働者との労働条件をはじめとする処遇格

差の問題については、本条新設による一定の効果が期待できよう83）。ところが、

「不合理と認められるものであってはならない」との規定は既存の労働法上の規

定にはみられない文言であったため、これまで多くの解釈がなされてきた。大別

すると、①労働条件が合理的なものであることを求めていると理解するもの84）

と、②「不合理」に独自の規範的要件を見出すもの85）がある。後述するように、

欧州では、雇用形態を理由とした合理的な理由のない不利益取扱いを禁止する均

等待遇が確立しており、①はこの考え方に近い86）。一方の②はいわゆる「均衡」

概念に引きつけて「法的に否認すべき内容ないし程度で不公正に低いものであっ

てはならない」と本条を理解しようとするものである。

また、本条は「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務

の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して」不合理なものであっては

ならないと規定しているものであるが、この考慮要素に様々な事情を持ち込むこ

とで処遇格差があることを合理化し、固定化することが可能であると指摘を受け

ている87）。施行通達では、①「職務の内容」について、「労働者が従事している

業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」をいうとする。②「職務の内容及び

配置の変更の範囲」について、「今後の見込みも含め、転勤、昇進といった人事

異動や本人の役割の変化等（配置の変更を伴わない職務の内容の変更を含む。）の有

無や範囲を指す」としている。そして、③「その他の事情」については、「合理

的な労使の慣行などの諸事情が想定される」とするのみであり、③については学

説の争いがある。なお、通達においてどの要素が重視されるのかといった、各要

素間の強弱などについては言及されておらず、裁判所にその判断は持ち込まれる

こととなった。

労契法20条関連の訴訟では、ハマキョウレックス事件の差戻第 1審88）、差戻控
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訴審89）、長澤運輸事件の第 1審90）、控訴審91）判決が出されている。考慮要素につ

き判断が分かれたのは、長澤運輸事件判決である。本事案は、被告会社 Yでタ

ンク車の運転手として定年まで勤務した後、有期労働契約の下で嘱託職員として

再雇用された原告 Xらが、定年前と比べて約21～25％の賃金格差があることは

労契法20条に違反するとして差額賃金の請求等を行ったものである。 1審は、20

条の考慮要素のうち、職務内容及び職務内容・配置の変更の範囲が同一であるに

も関わらず賃金に相違を設けることは、特段の事情がない限り不合理であるとし

て、賃金の相違を同条違反と判断した。これに対し控訴審では、職務内容及び職

務内容・配置の変更の範囲はおおむね同じであると認定しつつ、20条にあるその

他の事情も含めて、賃金の相違の不合理性を総合的に考慮し判断すべきとしたう

えで、本件相違が不合理なものとはいえないと判示した。その他の事情とされた

のは、以下の 4点である。第一に、60歳の定年後の継続雇用の措置においては、

それまでの処遇と比べて低い処遇になることは一般的には合理的なものと考えら

れること。第二に、本件会社が属する業種または規模の企業を含めて、定年の前

後で職務の内容並びに職務の内容及び配置の変更の範囲が変わらないまま相当程

度賃金を引き下げることは、広く行われていること。第三に、本件会社は、本業

である運輸業については、収支が大幅な赤字となっていると推認できること。第

四に、本件会社は、正社員との賃金の差額を縮める努力をしたこと。このように

第 1審と控訴審とで結論を分けたポイントは、労契法20条の判断として職務内容

及び職務内容・配置の変更の範囲を重視したか、その他の事情を重視しつつ総合

判断したかにあるとされる92）。しかし、控訴審のような比較衡量は強行法規であ

る同条とは相容れないはずであるとの指摘がなされている93）。なお、ハマキョウ

レックス事件判決においても、不合理性判断について原審、控訴審で判断が分か

れており、労契法20条をめぐる裁判の行方が注目されている。

このように、未だ判断が安定していない不合理な労働条件の禁止規定であるが、

2014年のパート法改正に際し新設された「短時間労働者の待遇の原則」（新 8

条）94）としてパート法にも導入された。同条では、パートタイム労働者の待遇と

正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人財活用の仕組み、その他の事

情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない、とされた。これは、

広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則である。現時点におい

て、同条が問われた裁判例が存在しないが、今後労契法20条とあわせた議論が必

要であろう。
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3　均衡処遇の考慮規定

2014年のパート法改正によって、パート法は不合理な労働条件の禁止の法規制

を導入したが、差別的取扱いの禁止規定及び賃金決定の均衡考慮の努力義務の法

規制も残された95）。パート法 3条においては、事業主の責務として適正な労働条

件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の

労働者への転換の推進に関する措置等を講ずることにより、「通常の労働者との

均衡のとれた待遇の確保」を求めている。また、2007年に成立した労契法 3条 2

項には、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮

しつつ締結し、又は変更すべきものとする」と明記された。しかし、本項は理念

を宣言したにとどまり、それ自体として直接に権利義務を発生させたり、法的効

果を持ったりするものではないため96）、その規定内容が抽象的で、実効性を期待

しうる規定とはなっていなかった97）ことは前述のとおりである。

そして、2012年改正の派遣法に「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の

従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との

均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般

の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力

若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなけれ

ばならない。」（30条の 3）との規定がおかれることとなった。なお、2015年の派

遣法改正の対案として提出された98）のが、「労働者の職務に応じた待遇の確保等

のための施策の推進に関する法律」である。これは、非正規労働者のうちパート

タイム労働者と有期契約労働者については不合理な待遇、労働条件の禁止が規定

されているのに、派遣労働者には均衡を考慮した待遇確保の配慮義務しかない不

均衡の是正を目指したものであり、 3年以内に派遣労働者の均等な待遇及び均衡

のとれた待遇の実現を図るために法制上の措置を含む必要な措置を求めている

（ 6条 1項）。

Ⅴ　EUにおける賃金格差是正の法理

諸外国ではどのような法理を用いて雇用形態間における賃金格差の是正を目指

しているのだろうか。日本は批准していないが、パートタイム労働に関しては

1994年に採択された ILO175号条約がある99）。本条約は、パートタイム労働者が
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比較可能なフルタイム労働者と「同一」の保護100）を求め、賃金に関しては、パー

トタイム労働者が「単にパートタイムで働いているとう理由から」、比較可能な

フルタイム労働者よりも低額の「基本賃金」を受け取ることのないよう、国内法

及び慣行に適合的な措置をとるものとすると規定している。

これを受けて、EUは、パートタイム労働について「パートタイム労働指令」

（1997/81/EC；1998/23/EC）で、有期労働について「有期労働指令」（1999/70/EC）

で、雇用形態による不利益取扱いの禁止を規定している101）。雇用形態による不

利益取扱いが禁止される背景には、雇用形態に基づく処遇格差の中に性差別が隠

されているとの認識や、非正規雇用をコスト削減の手段とするのではなく、高い

付加価値を生む創造力の源泉として位置付ける EUの雇用戦略がある102）。比較

対象者は、同一事業所において、勤続期間や資格 /技能等に考慮したうえで同一

又は類似の労働に従事している正規労働者となる。比較検討可能な正規労働者が

いない場合には、比較は適用可能な労働協約について行い、適用可能な労働協約

がない場合には国内法、労働協約又は慣行に従うとされている103）。また、派遣

労働については「派遣労働指令」（2008/104/EC）5条で均等待遇原則が定められ

ているが、労働協約により、均等待遇原則の例外を設けることができる。

イギリスでは、パートタイム労働者や有期雇用労働者に対して客観的理由に基

づき正当化されない限り、不利益取扱いを禁止することが定められている。しか

しながら、イギリスは他の欧州諸国と違い、労働協約による産業横断的な職務資

格・賃金制度を持たないため、同一職務の正規労働者がいない場合や、監督者の

み正規雇用で、その下で働くスタッフは全員非正規就業者であるような職場では、

比較対象者の選定が困難である。この問題に対しては、社内の資格等級やジョブ

バンドを参考に、資格、技能、経験、権限などを考慮した判断がなされている。

すなわち、パート規則における同一労働か否かは、実質的差異の存在によって直

ちに否定されるものではなく、合目的的に判断されるべきとの判断104）がされて

いるのである105）。

フランスでは、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者についても

平等取扱原則が定められている。パートタイム労働については、事業者または企

業において同じ格付けで同等の職務に就く者と比較し、労働時間に比例した報酬

を支払うものとしている。これに対し、有期雇用労働者は同等の職務に就く者と

比較し、派遣労働者については派遣先企業において同じ職務に就く労働者が受け

取る報酬の額を下回ることが禁止されている。また、「労働法典」に男女同一（価
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値）労働同一賃金原則が規定されているが、同原則について争われた Ponsolle判

決106）において、「使用者は、性別を問わずすべての労働者の間で、当該労働者が

同一の状況に置かれている限り、報酬の平等を保障しなければならない」とされ、

同一価値労働同一賃金原則の対象範囲が男女間から同性間を含む労働者間の一般

的な賃金格差にまで拡大された107）。ただし、その例外となる「客観的な理由」

については広く柔軟に解されている。提供された労働の質の違い、在職期間の違

い、キャリアコースの違い、企業内での法的状況の違い、採用の必要性の違いな

どが客観的な理由として認められ、問題となっている賃金格差についてそれを正

当化する事由となりうるかという個別的な観点から判断がなされているようであ

る108）。

Ⅵ　結　語

非正規労働者が 4割弱を占める今日において、雇用形態による賃金差別を是正

していくことは非常に重要な問題である。学説においては、同一労働同一賃金原

則や均等待遇原則などを公序とみることができるか、公序とみる場合、その根拠

は何なのか、公序違反の成否を判断するにあたって、日本の賃金体系と人事管理

の特性をどのように反映するか、といった争点についての立場の差異を巡って展

開された109）。その後、パート法や労働契約法が制定され、雇用形態間の賃金格

差是正に向けた立法政策が行われてきた。しかしながら、現行法では、ごく一部

の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を別として、パートとフルタイム、

無期雇用契約と有期雇用契約等の処遇の「均衡」を求めるにとどまっている。こ

うした抽象的であいまいな「均衡」原則の宣言では明らかに不十分であり、法律

はパートとフルタイム、有期雇用労働者と無期雇用労働者の間で差別が禁止され、

「均等」な待遇が保障されるべきことを明記すべきではないだろうか110）。また、

EU諸外国における賃金の違いが正当化される要素と比べると、我が国のパート

法 9条及び労働契約法20条では、「職務の内容」や「配置変更の範囲」に関する

事項を比較の基準とすることが規定されている。特にパート法 9条については、

この基準により同条の適用対象の範囲が狭められていることが指摘されてい

る111）。

確かに、終身雇用と年功序列賃金制度があわさった日本の雇用慣行を無視して、

欧州のような職務給を導入して同一労働同一賃金を目指すことは不可能である。
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しかし、同一労働同一賃金を実現するためには、少なくとも有期雇用労働者や派

遣労働者についても、通常の労働者と同じ職務に就いている場合の差別的な取扱

いを禁止する法規制を導入し、それに当てはまらない場合にも、均衡処遇の配慮

という努力義務ではなく、不合理な労働条件の禁止規定を置くべきである。また、

パート法 9条のような差別禁止規定では、比較対象正規労働者が存在しない場合

の救済が難しいという現状がある。その場合にはパート法 8条や労契法20条にあ

る不合理な労働条件の禁止規定を用いることになる。しかしながら、これらの規

定に関する裁判例は未だ少なく、今後の裁判例の蓄積に注意をはらう必要があ

る112）。

ところで、2015年成立の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推

進に関する法律には、かなり興味深い附帯決議が附されている113）。立証責任の

使用者側への転換、訴訟よりも迅速な解決を図ることができる仕組みの整備、特

定最低賃金の活用、職務分析・職務評価の普及による労使の取組の支援等の訴訟

によらない格差解消の方策、などの調査・検討が求められているのである。これ

らの制度は、ヨーロッパ先進諸国において賃金格差是正のために議論され、導入

しているものである114）。紙幅の都合上、諸外国における議論等については十分

に検討することが適わなかったが、EUにおける労働条件のあり方を参考として、

我が国でも議論が深まることを期待したい。
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